1910̲ くいどん ̲ 食べ放題メニュー 3380̲ 二つ折 B4

表 1 表 4̲ 英語 サイズ：W515mm×H364mm

Highly satisfactory!!

どーんと大満足！

All-You-Can-Eat Menu

食べ放題メニュー

All-You-Can-Eat – please follow these rules:
Please do not grill a large amount of meat at once. (The flame may turn into a fire)
Please make sure you only order the amount you can eat. (We believe in reducing waste)

Fre
childr e for
en
eleme below
n
schoo tary
l age

90

食べ放題のお願い： 一度に大量のお肉を焼かないでください。
（炎があがり火災につながるため）食べ残しの無いご注文をお願いします。
（食材を大切にしたいからです）

小学生
未満無
料

minutes

90分

[Last order
‒ 20 minute
before the
time expires s
]
［ ラスト
オーダー 20
分前

］

All-You-Can-Eat Grilled Domestic Beef

Kuidon

*The photo illustrates the ¥4,680 Domestic Beef Course.
※写真は国産牛コース4,680円のイメージです。

65 dishes

Devour! モリモリ！

65品

Recommended! イチオシ！

103 dishes Highly satisfactory!
103品

113 dishes

大満足！

Reasonable Course Domestic Beef Course

Domestic Beef
Extra Special Course

お手軽コース

国産牛特上コース

国産牛コース

1 adult (Junior high school students or older)

1 adult (Junior high school students or older)

お1人様 大人（中学生以上）

お1人様 大人（中学生以上）

3,380

¥

Aged 65
and above
65歳以上

2,380

¥

Half-price for
elementary
school students
小学生

半額

4,680

¥
Aged 65
and above
65歳以上

3,680

¥

Half-price for
elementary
school students
小学生

R e com

おすす
め

半額

All-You-Can-Drink Alcohol
90 minutes ¥1,380

アルコール飲み放題

90分

mende
d

113品

1 adult (Junior high school students or older)
お1人様 大人（中学生以上）

6,680

¥

Aged 65
and above
65歳以上

5,680

¥

Half-price for
elementary
school students
小学生

半額

All-You-Can-Drink Soft Drinks
ソフトドリンク飲み放題

90 minutes ¥480
90分

All-You-Can-Drink – please follow these rules:We take away empty glasses when you order seconds as part of the all-you-can-drink plan. *Please refer to the All-You-Can-Drink menu for details.
飲み放題のお願い：飲み放題のお替りは空グラスとの交換とさせて頂きます。
※詳しくは飲み放題メニューをご覧ください。

*Driving under the influence of alcohol is forbidden by law. We do not serve alcohol to those who plan to drive and to minors. *If you drink and need an alternative car or a taxi, please let our staff know. We will make the necessary arrangements for you.
※飲酒運転は法律で禁じられています。※お車を運転される方、未成年の飲酒はお断りいたします。※お酒を召し上がるお客様で代行車の必要な方、タクシーをご利用の方は係の者までお申し付けください。
手配させていただきます。
2019.10

* Prices do not include tax.

※価格は税抜価格となっております。

1908̲ くいどん ̲ 食べ放題メニュー ̲ 3380̲ 二つ折 B4̲ 中面 ̲ 英語
1910̲
サイズ：W515mm×H364mm
サイズ：W515mm×H364mm

90 ￥3,380

minutes

[Last order – 20 minutes before the time expires]

お手軽コース

Aged 65
and above

2,380

￥
90分［ ラストオーダー 20分前 ］ 65歳以上

Half-price for
elementary
school students
小学生

小学生
未満
無料

※最初にお肉盛合せ
（３名様につき１皿分）
をお持ち致します。
※食べ放題はお肉盛合せをお持ちしてからスタートです。

半額

*All meat is served uncooked.
Please make sure to cook it properly
before consuming it.
*Please use the grilling tongs for grilling
the meat.

Organs

お1人様 大人（中学生以上）

*We serve the meat assortment first
(1 plate for 3 people).
*The all-you-can-eat plan is timed
from the moment the meat
assortment is served.

ホルモン

Reasonable
Course

65品

F
childrree for
elemeen below
schoontary
l age

Salad

モリモリ！

65 dishes

1 adult (Junior high school students or older)

サラダ

Devour!

※お肉は全て
「加熱用」
です。
しっかり焼いてお召し上がりください。
※お肉を焼くときはトングをお使いください。

Korean Choregi Salad with seaweed &
Japanese radish

Kuidon salad
くいどんサラダ

ワカメと大根のチョレギサラダ

Beef

Grilled liver

Mixed organs ミックスホルモン

レバ焼

牛
The authentic juicy,
delicious flavors
of meat spread
in the mouth.

Refreshing tomato salad

Crunchy cabbage with sauce

さっぱりトマトサラダ

パリパリうまダレキャベツ

Sophisticated potato salad
with spicy cod roe flavors

Potato salad

お肉本来の
ジューシーな
旨み広がる
ポテトサラダ

キムチ盛合せ

ナムル盛合せ

Crunchy salty cucumbers

Spicy hot tofu Soboro

Beef loin

Grilled side dishes

Kimchi
assortment

Namul
assortment

サクサクうま塩きゅうり

ピリ辛そぼろ豆腐

牛カルビ

ギャラ

コプチャン

Uterus
コブクロ

Mini corn Korean pancakes
ミニとうもろこしチヂミ

Grilled beef tongue with butter aromas

*Please make sure to grill it properly before consuming it.

バター香る牛タン焼

※焼いてお召し上がりください。

Grilled kimchi with cheese

Thick-sliced beef tongue stew

キムチーズ焼

厚切 牛タンシチュー

Kimchi (Chinese cabbage)
キムチ
（白菜）

Outside skirt

牛ロース

Gopchang (small intestines)

おつまみ焼

Side dishes

おつまみ

厚切ダイヤモンドカットカルビ

Abomasum

サンチュ（辛みそ付）

大人のポテサラ明太子味

Thick-sliced
diamond-shaped short ribs

Beef short ribs

Korean lettuce
(spicy miso included)

ハラミ
*Outside skirt is processed to make the meat tender.

※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。

Tofu hamburger steak

Cubed Japanese radish kimchi

豆腐ハンバーグ

Cucumber kimchi

カクテキ
（大根）

オイキムチ
（胡瓜）

Piping hot corn with butter
熱々コーンバター

Chorizo

Grilled garlic

チョリソー

ニンニク焼

Cheese hotdog

角切カルビ

牛タン焼

鶏

Strong-flavored
pork

Refreshing,
healthy,
tender chicken
さっぱり
へルシー
やわらか鶏肉

しみじみ
味わい深い豚の旨み

焼野菜
盛合せ

Grilled king oyster mushrooms

Roasted Hokkaido corn

エリンギ焼

北海道産とうもろこし焼

Roasted pork fillet on rice bowl

チャーシュー丼

Salted Pacific cod entrails in spicy
sauce with rice in chilled broth

Bibimbap

ビビンバ

冷し出し汁チャンジャごはん

Dessert

鶏カルビ
（塩）

ウインナー

イカ焼（しょうゆ味）

チーズハットグ
*Please make sure to grill it
properly before consuming it.
※焼いてお召し上がりください。

Short rib soup

Seaweed & egg soup

カルビスープ

ワカたまスープ

Udon noodles with egg
drop soup
たまごうどん

デザ ート

鶏カルビ
（タレ）

Half-size servings are available.

Kalbi-style chicken (Sauce) Kalbi-style chicken (Salted)

トントロ
（塩）

ハーフサイズでご提供致します

Fatty pork cuts (Salted)

Grilled
vegetables
assortment

ハーフサイズでご提供致します

豚

Rice

Chicken

ごはん

Pork

Cucumbers with delicious miso
うま味噌きゅうり

Grilled squid (soy sauce flavor)

Half-size servings are available.

※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。

ピリ辛もやし

Vienna sausages

Soup, Noodles

Grilled beef tongue

韓国焼のり

スープ・麺

Short Rib Cubes

Grilled vegetables

*Outside skirt is processed to make the meat tender.

塩だれハラミ

Spicy hot bean
sprouts

焼野菜

Outside skirt with salty sauce

Roasted Korean
seaweed

Coffee jelly

Creamy
almond pudding

コーヒーゼリー

とろ〜り杏仁豆腐

Smooth
pudding
なめらかプリン

Ice cream

アイスクリーム

Pork ribs (Miso)

Yamagata Pork shoulder (Miso)

豚カルビ
（みそ） 山形豚肩ロース
（みそ）

Chicken neck meat (Salted)

せせり
（塩）

Kalbi-style chicken (Miso)
鶏カルビ
（みそ）

*The photo is for illustrative purposes only. *Plates and food arrangements may vary depending on location. *Prices do not include tax. *For each additional order, we kindly ask groups to order the same dish only in an amount that does
※写真はイメージです。※店舗により器や盛りつけが異なります。※価格は税抜表示となっております。※同一商品の追加オーダーは1回につき人数分までで

お願い致します。ラストオーダーはスタートしてから70分後にお伺い致します。

* Availability
depends on
the season.

Minced beef on rice

Rice with raw egg

Rice(Small & large servingsare available)

牛そぼろごはん

たまごかけごはん

ごはん
（小盛・大盛できます）

not exceed the number of people in the group. The last order is taken 70 minutes after the plan starts.

※季節により
異なります。

1908̲ くいどん ̲ 食べ放題メニュー ̲ 4680̲ 二つ折 B4̲ 中面 ̲ 英語
1910̲
サイズ：W515mm×H364mm
サイズ：W515mm×H364mm

Aged 65
and above

[Last order – 20 minutes before the time expires]

90分［ ラストオーダー 20分前 ］

国産牛コース

65歳以上

3,680

¥

Half-price for
elementary
school students
小学生

※最初にお肉盛合せ
（３名様につき１皿分）
をお持ち致します。
※食べ放題はお肉盛合せをお持ちしてからスタートです。

半額

*All meat is served uncooked.
Please make sure to cook it properly
before consuming it.
*Please use the grilling tongs for grilling
the meat.

Grilled shrimp (2 pcs)

エビ焼
（2尾）

※お肉は全て
「加熱用」
です。
しっかり焼いてお召し上がりください。
※お肉を焼くときはトングをお使いください。

Grilled scallop in shell (1 pc)

Organs

minutes

from the moment the meat
assortment is served.

ホルモン

小学生
未満
無料

Specially selected organs

90 ¥4,680
Domestic
Beef
Course
103品

特選ホルモン

お1人様 大人（中学生以上）

F
*We serve the meat assortment first
childrree for
elemeen below (1 plate for 3 people).
n
schoo tary
*The all-you-can-eat plan is timed
l age

Seafood

イチオシ！

1 adult (Junior high school students or older)

海鮮

103 dishes

Recommended!

Organs

ホルモン

Grilled liver

Special first stomach 上ミノ

殻付きホタテ焼（1枚）

Domestic loin
国産ロース

Domestic boneless short ribs

Mini corn Korean
Grilled beef tongue pancakes ミニとうもろこしチヂミ Grilled kimchi
with butter aromas *Ple a se ma ke sure to gril l it with cheese

Thick-sliced beef
tongue stew

バター香る牛タン焼

厚切 牛タンシチュー

properly before consuming it. キムチーズ焼

※焼いてお召し上がりください。

Side dishes

国産うす切カルビ

Abomasum

Gopchang (small intestines) Uterus

ギャラ

コブクロ

コプチャン

おつまみ

Grilled side dishes

おつまみ焼

Domestic thinly-sliced short ribs

Mixed organs ミックスホルモン

レバ焼

Kimchi
assortment

Namul
assortment

キムチ盛合せ

ナムル盛合せ

国産なかおちカルビ

Piping hot corn
with butter

Chorizo

チョリソー

Grilled garlic
ニンニク焼

Vienna sausages Grilled squid
(soy sauce flavor)

ウインナー

イカ焼（しょうゆ味）

熱々コーンバター

Superb! Pot-marinated short ribs (domestic)

* We offer a selection of 4-5 short rib cuts.
※トモバラ4〜5部位をブレンドしております。

豪快！壷漬けカルビ
（国産）

Domestic special short ribs

国産上カルビ

* We offer a selection of inner short ribs and inner boneless short ribs.
※ヘッドバラ・タテバラ部位をブレンドしております。

Top blade

国産うす切カルビ おろしポン酢

厚切ダイヤモンドカットカルビ

ミスジ

牛カルビ

角切カルビ

牛ロース

ハラミ

Special outside skirt

塩だれハラミ

*Outside skirt is processed to make the meat tender. *Outside skirt is processed to make the meat tender.

Stone-Roasted
Bibimbap

Stone-Roasted
Bibimbap with
Spicy Seasoned
Cod Roe & Butter

石焼ビビンバ

石焼明太バタービビンバ

Gukbap
(Korean rice soup)
with egg

Kalbi Gukbap
カルビクッパ

たまごクッパ

サンチュ（辛みそ付）

くいどんサラダ

牛タン焼

Salted thinly-sliced tongue Beef tenderloin tips (sauce)

うす切タン塩

牛ヒレ切り落とし
（タレ)

Strong-flavored
cuts

Refreshing &
healthy

Pork ribs (Miso)

豚カルビ
（みそ）

Yamagata Pork shoulder (Miso)
山形豚肩ロース
（みそ）

さっぱり
へルシー

Kalbi-style chicken (Sauce) Chicken neck meat (Salted)
鶏カルビ
（タレ）

せせり
（塩）

Dak-Galbi (spicy stir-fried
Kalbi-style chicken (Miso) Kalbi-style chicken (Salted)
chicken) with cheese
チーズタッカルビ

鶏カルビ
（みそ）

シーザーサラダ

お願い致します。ラストオーダーはスタートしてから70分後にお伺い致します。

Welsh onion salad with salty dressing

Korean Choregi Salad with seaweed & Japanese radish

ネギサラダ塩ドレッシング和え

ワカメと大根のチョレギサラダ

Roasted pork fillet on rice bowl

チャーシュー丼

Minced beef on rice

牛そぼろごはん

Salted Pacific cod entrails in spicy
sauce with rice in chilled broth
Bibimbap
冷し出し汁チャンジャごはん

Rice with raw egg

たまごかけごはん

ビビンバ

Rice(Small & large servingsare available)
ごはん
（小盛・大盛できます）

鶏カルビ
（塩）

*The photo is for illustrative purposes only. *Plates and food arrangements may vary depending on location. *Prices do not include tax. *For each additional order, we kindly ask groups to order the same dish only in an amount that does
※写真はイメージです。※店舗により器や盛りつけが異なります。※価格は税抜表示となっております。※同一商品の追加オーダーは1回につき人数分までで

Half-size servings are available.

Fatty pork cuts (Salted) トントロ（塩）

ハーフサイズでご提供致します

しみじみ
味わい深い

Caesar salad

not exceed the number of people in the group. The last order is taken 70 minutes after the plan starts.

Dessert

鶏

Pig's trotters

Cucumber kimchi

Spicy hot bean sprouts

Salted Pacific cod
entrails in spicy sauce

豚足

オイキムチ
（胡瓜）

ピリ辛もやし

チャンジャ

Reimen (cold noodle soup)

冷麺

Morioka Reimen (cold noodle soup)

Noodles with short ribs

盛岡冷麺

カルビ麺

Udon noodles
with egg
drop soup

Gokoku noodles
with thick broth
冷しとろろ
五穀麺

たまごうどん

Seaweed &
egg soup
ワカたまスープ

Short rib
soup
カルビスープ

Seaweed soup

Egg soup

Vegetable soup

わかめスープ

たまごスープ

野菜スープ

デザ ート

豚

Rice

Chicken

牛ヒレ切り落とし
（塩)

ごはん

Pork

大人のポテサラ明太子味

Beef tenderloin tips (salted)

Half-size servings are available.

Crunchy cabbage with sauce Sophisticated potato salad Potato salad
with spicy cod roe flavors ポテトサラダ
パリパリうまダレキャベツ

ハーフサイズでご提供致します

Soup

あっさりグリーンサラダ

ねぎタン塩

Grilled beef tongue

スープ

Refreshing tomato salad Korean lettuce (spicy miso included) Kuidon salad

Simple green salad

韓国焼のり

カクテキ
（大根）

北海道産とうもろこし焼

エリンギ焼

さっぱりトマトサラダ

Salted tongue
with welsh
onions

Cubed Japanese Roasted Korean
radish kimchi
seaweed

Grilled king oyster mushrooms Roasted Hokkaido corn

上ハラミ

※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。 ※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。

Spicy hot tofu Soboro
ピリ辛そぼろ豆腐

豆腐ハンバーグ

Half-size servings are available.

Beef loin

キムチ
（白菜）

Tofu hamburger steak

Salad

Short Rib Cubes

Outside skirt with salty sauce

Kimchi (Chinese cabbage)

サクサクうま塩きゅうり

焼野菜
盛合せ

サラダ

Beef short ribs

Outside skirt

Crunchy salty cucumbers

うま味噌きゅうり

Grilled vegetables
assortment

ハーフサイズでご提供致します

Thick-sliced diamond-shaped short ribs

国産焼きすきカルビ
（玉子付き）

Cucumbers with delicious miso

Noodles

Domestic Yakisuki short ribs (with egg)

Domestic thinly-sliced short ribs
with citrus sauce & grated Japanese radish

※焼いてお召し上がりください。

麺

The authentic juicy,
delicious flavors
of meat spread
in the mouth.

Stone-Roasted Gukbap

牛

Half-size servings are available.
ハーフサイズでご提供致します

石焼・クッパ

Beef

お肉本来の
ジューシーな
旨み広がる

Grilled vegetables

焼野菜

Domestic beef
short ribs 国産牛カルビ

Cheese hotdog

チーズハットグ
*Please make sure to grill it
properly before consuming it.

Creamy almond pudding

Smooth pudding

Coffee jelly

Crunchy chocolate mousse

とろ〜り杏仁豆腐

なめらかプリン

コーヒーゼリー

サクサクチョコムース

Ice cream puffs

シューアイス

Jelly

ゼリー

Ice cream

アイスクリーム

* Availability depends on the season.

* Availability depends on the season.

* Availability depends on the season.

※季節により異なります。

※季節により異なります。

※季節により異なります。

1908̲ くいどん ̲ 食べ放題メニュー ̲ 6680̲ 二つ折 B4̲ 中面 ̲ 英語
1910̲
サイズ：W515mm×H364mm
サイズ：W515mm×H364mm

6,680半額

¥

[Last order – 20 minutes
before the time expires]

Aged 65
and above

90分［ ラストオーダー 20分前 ］

65歳以上

5,680

¥

Half-price for
elementary
school students
小学生

*All meat is served uncooked.
Please make sure to cook it properly
before consuming it.
*Please use the grilling tongs for grilling
the meat.

Grilled shrimp
(2 pcs)
エビ焼
（2尾）

Grilled scallop
in shell
(1 pc)

※お肉は全て
「加熱用」
です。
しっかり焼いてお召し上がりください。
※お肉を焼くときはトングをお使いください。

殻付きホタテ焼
（1枚）

ユッケ風レアステーキ

塩だれユッケ風レアステーキ

国産上ロース

Mini corn Korean
Grilled beef tongue pancakes ミニとうもろこしチヂミ Grilled kimchi
with butter aromas *Ple a se ma ke sure to gril l it with cheese

Thick-sliced beef
tongue stew

バター香る牛タン焼

厚切 牛タンシチュー

あさりスンドゥブ

イカ焼（しょうゆ味）

Domestic beef short ribs

Domestic thinly-sliced short ribs

Tofu hamburger steak

※焼いてお召し上がりください。

Stone-Roasted
Bibimbap

Stone-Roasted
Bibimbap with
Spicy Seasoned
Cod Roe & Butter

石焼ビビンバ

石焼明太バタービビンバ

Gukbap
(Korean rice soup)
with egg

Kalbi Gukbap
カルビクッパ

たまごクッパ

Refreshing tomato salad Korean lettuce (spicy miso included) Kuidon salad

Simple green salad

サンチュ（辛みそ付）

くいどんサラダ

あっさりグリーンサラダ

ハーフサイズでご提供致します

大人のポテサラ明太子味

厚切ダイヤモンドカットカルビ

ミスジ

Beef short ribs

Short Rib Cubes

Beef loin

牛カルビ

角切カルビ

牛ロース

Outside skirt

ハラミ

Outside skirt with salty sauce

塩だれハラミ

*Outside skirt is processed to make the meat tender. *Outside skirt is processed to make the meat tender.

※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。 ※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。

Special outside skirt
上ハラミ

Salted tongue with welsh onions

Grilled beef tongue

Salted thinly-sliced tongue Beef tenderloin tips (sauce)

Beef tenderloin tips (salted)

ねぎタン塩

牛タン焼

うす切タン塩

牛ヒレ切り落とし
（塩)

牛ヒレ切り落とし
（タレ)

*The photo is for illustrative purposes only. *Plates and food arrangements may vary depending on location. *Prices do not include tax. *For each additional order, we kindly ask groups to order the same dish only in an amount that does
※写真はイメージです。※店舗により器や盛りつけが異なります。※価格は税抜表示となっております。※同一商品の追加オーダーは1回につき人数分までで

お願い致します。ラストオーダーはスタートしてから70分後にお伺い致します。

Welsh onion salad with salty dressing

Korean Choregi Salad with seaweed & Japanese radish

ネギサラダ塩ドレッシング和え

ワカメと大根のチョレギサラダ

Salted Pacific cod
entrails in spicy
sauce with
rice in chilled broth

Roasted pork
fillet on
rice bowl
チャーシュー丼

冷し出し汁チャンジャごはん

Dessert

Top blade

国産うす切カルビ おろしポン酢

韓国焼のり

Cucumber kimchi

Spicy hot bean sprouts

Salted Pacific cod
entrails in spicy sauce

豚足

オイキムチ
（胡瓜）

ピリ辛もやし

チャンジャ

Grilled vegetables
assortment
焼野菜
盛合せ

Grilled king oyster mushrooms Roasted Hokkaido corn
エリンギ焼

北海道産とうもろこし焼

Rice
(Small &
large servings
are available)
Minced beef on rice

牛そぼろごはん

Bibimbap

ビビンバ

Rice with raw egg

Chicken

豚

鶏

Strong-flavored
cuts

Refreshing &
healthy

Pork ribs (Miso) 豚カルビ（みそ）

Yamagata Pork shoulder (Miso)
山形豚肩ロース
（みそ）

not exceed the number of people in the group. The last order is taken 70 minutes after the plan starts.

盛岡冷麺

Noodles with short ribs

カルビ麺

Gokoku noodles
with thick broth

Udon noodles
with egg drop soup

冷しとろろ五穀麺

たまごうどん

Short rib soup

Seaweed soup Egg soup

カルビスープ

わかめスープ

たまごスープ

Vegetable soup Seaweed &
egg soup
野菜スープ
ワカたまスープ

Creamy almond pudding

Smooth pudding

Coffee jelly

Crunchy chocolate mousse

とろ〜り杏仁豆腐

なめらかプリン

コーヒーゼリー

サクサクチョコムース

※季節により異なります。

たまごかけごはん

Fatty pork cuts (Salted) トントロ（塩）

Morioka Reimen (cold noodle soup)

Ice cream アイスクリーム Premium ice cream プレミアム
Ice cream puffs シューアイス Jelly ゼリー
アイスクリーム
* Availability depends on the season. * Availability depends on the season. * Availability depends on the season. * Availability depends on the season.

ごはん（小盛・大盛できます）

Pork
しみじみ
味わい深い

Reimen (cold noodle soup)

冷麺

デザ ート

Thick-sliced diamond-shaped short ribs

国産焼きすきカルビ
（玉子付き）

Rice

ハーフサイズでご提供致します

Domestic Yakisuki short ribs (with egg)

Domestic thinly-sliced short ribs
with citrus sauce & grated Japanese radish

シーザーサラダ

Half-size servings are available.

国産なかおちカルビ

Caesar salad

ごはん

Superb! Pot-marinated short ribs (domestic) Domestic boneless short ribs
豪快！壷漬けカルビ
（国産）

Cubed Japanese Roasted Korean
radish kimchi
seaweed

Spicy hot tofu Soboro
ピリ辛そぼろ豆腐

Pig's trotters

Half-size servings are available.

Crunchy cabbage with sauce Sophisticated potato salad Potato salad
with spicy cod roe flavors ポテトサラダ

パリパリうまダレキャベツ

※トモバラ4〜5部位をブレンドしております。

国産上カルビ

※ヘッドバラ・タテバラ部位をブレンドしております。

キムチ
（白菜）

Soup

スープ

国産うす切カルビ

* We offer a selection of 4-5 short rib cuts.

Domestic special
short ribs
* We offer a selection of inner short
ribs and inner boneless short ribs.

Kimchi
(Chinese
cabbage)

カクテキ
（大根）

さっぱりトマトサラダ

国産牛カルビ

Crunchy
salty
cucumbers

Cucumbers with
delicious miso

Cheese hotdog

チーズハットグ
*Please make sure to grill it
properly before consuming it.

Noodles

牛

お肉本来の
ジューシーな
旨み広がる

Vienna sausages Grilled squid
(soy sauce flavor)

ウインナー

Half-size servings are available.
ハーフサイズでご提供致します

Beef
The authentic juicy,
delicious flavors
of meat spread
in the mouth.

ニンニク焼

焼野菜

豚キムチスンドゥブ

キムチ盛合せ

ナムル盛合せ

麺

Sundubu-jjigae (soft tofu stew)
with Japanese littleneck clams

Grilled garlic

Grilled
vegetables

Sundubu-jjigae (soft tofu stew)
with pork & kimchi

Chorizo

チョリソー

サラダ

国産ロース

とろ〜りチーズとニラたっぷりのチヂミ

コブクロ

Kimchi
assortment

Namul
assortment

豆腐ハンバーグ

Stone-Roasted Gukbap Salad

※ヘッドバラ・タテバラ部位をブレンドしております。

自家製海鮮チヂミ

properly before consuming it. キムチーズ焼

※焼いてお召し上がりください。

熱々コーンバター
Half-size servings are available.
ハーフサイズでご提供致します

上タン塩

Korean pancakes with creamy
cheese & plenty of garlic chives

Uterus

サクサク
うま塩きゅうり

石焼・クッパ

Salted beef tongue

Homemade seafood
Korean pancakes

Gopchang (small intestines) コプチャン

ギャラ

うま味噌きゅうり

Piping hot corn
with butter

Domestic loin

上ミノ

Side dishes

Yukhoe-style rare-cooked
steak with salty sauce

Mixed organs ミックスホルモン

レバ焼

おつまみ

Yukhoe-style
rare-cooked steak

Domestic special loin

* We offer a selection of inner short ribs and inner boneless short ribs.

Grilled liver

Special
first
stomach

Abomasum

Grilled side dishes

特上コース限定

国産特上カルビ

Organs
ホルモン

おつまみ焼

Only with
the Extra
Special Course

Domestic extra special short ribs

Organs

minutes

※最初にお肉盛合せ
（３名様につき１皿分）
をお持ち致します。
※食べ放題はお肉盛合せをお持ちしてからスタートです。

ホルモン

国産牛特上コース

90

小学生
未満
無料

*We serve the meat assortment first
(1 plate for 3 people).
*The all-you-can-eat plan is timed
from the moment the meat
assortment is served.

Specially selected organs

Domestic Beef
Extra Special Course

お1人様 大人（中学生以上）

F
childrree for
elemeen below
schoontary
l age

特選ホルモン

113品

1 adult (Junior high school students or older)

Seafood

大満足！

113 dishes

海鮮

Highly satisfactory!

さっぱり
へルシー

※季節により異なります。

※季節により異なります。

※季節により異なります。

Kalbi-style chicken (Sauce) Chicken neck meat (Salted)
鶏カルビ
（タレ）

せせり
（塩）

Dak-Galbi (spicy stir-fried Kalbi-style chicken (Miso) Kalbi-style chicken (Salted)
鶏カルビ
（みそ）
鶏カルビ
（塩）
chicken) with cheese
チーズタッカルビ

